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第１回 西仙北地域協議会会議録

１．日 時 平成１７年８月３日（水）午前１０時～１２時１０分

２．場 所 西仙北総合支所 ３階会議室

３．出席者 別紙のとおり

４．会議内容

○委嘱状の交付 大仙市長が各委員に委嘱状を交付

○委員紹介 佐藤支所長が委員を紹介

○職員紹介 佐藤支所長が職員を紹介

○市長あいさつ

○議 題

佐藤支所長 暫時の間、進行役を務めさせて頂きたいと思います。

、 、 。それでは 議題の１ 会長及び副会長の選任についてであります

会議資料の４ページをご覧いただきたいと思います。

会長及び副会長につきましては、大仙市地域自治区の設置等に関

する条例第７条の規定により、委員の互選によって定めることとな

っております。

その互選の方法について、どのように取り計らったらよいかお伺

いいたします。

若松謙三委員 会長及び副会長選任の前に条例等の説明をしていただいた方が内

容についてわかるのではないかと思います。

佐藤支所長 会長、副会長が選任された後から、会長に会議を進めていただい

て議題２、３条例、運営規定等を審議していただくように事務局で

は計画を立てているようですけれども、若松委員からは会長、副会

長選任の前にそちらの方を先にやったらどうかという意見でありま

す。

堀江忠男委員 選考委員をたてて会長、副会長選任した後で説明していただいた

方がよい。

佐藤支所長 堀江委員からは次第のとおり、会長、副会長を決めてから説明に

入った方がよいということのようです。

二つの意見があるようですが。

小笠原博委員 次第に従って予定どおり進めた方が良いのではないか。



- 2 -

阿部一雄委員 市長のあいさつの中にもありましたように、この協議会の役割等

がどのようなものかはだいたいわかっております。若松委員の意見

もわかりますが、この会を進めていくためには会長、副会長を決め

てから説明していただいた方が良いと思います。

佐藤支所長 ３名の方から意見が有ったわけでありますが、若松さん次第どお

りでよろしいですか。そうすれば次第に従いまして会長、副会長の

選任ということで進めさせていただきたいと思います。

堀江委員からは事務局の方で腹案が有ったらと言う意見が有りま

した。

佐々木忠永委員 選考委員と言ってもわからないわけで、事務局で腹案があったら

示してほしいと思います。

若松謙三委員 選考委員について各部門から２人ぐらいずつをこの場でみんなで

決めた方がよいと思います。

佐藤支所長 若松委員の意見は選考委員についても、皆さんで決めた方が良い

という意見です。

栗林市長 選考委員について事務局の腹案があるようですので、いかがでし

ょうか。

堀江地域振興課長 事務局の案といたしましては、協議会委員は選考理由により３つ

の区分に分けられております。その中から１名ずつ３名の選考委員

が協議のうえ、会長、副会長を選出するというような形でおねがい

したいと思っております。

佐藤支所長 よろしいですか。

そうすれば今、事務局より説明ありましたように分野ごとに１名

ずつ３名の選考委員を選出するということでよろしいですか。

異議なし。

堀江地域振興課長 各委員区分の中から年長の方に選考委員になっていただきまして

会長、副会長の人選案を検討していただきます。

公共的団体等の代表するものの中からは、小笠原博委員。学識経

験委員からは小笠原慶子委員。公募により選出された委員からは阿

部一雄委員に選考委員をお願いします。
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３名の選考委員の方は第４会議室の方にご移動いただきたいと存

じます。

佐藤支所長 選考委員の方は第４会議室へ移動願います。

会議の方は選考委員会を開催する間、暫時休憩とします。

（ 休 憩 ）

佐藤支所長 それでは選考委員の代表からご報告お願いします。

小笠原博委員 私の方から選考の結果をご報告させていただきます。いろいろな

角度から慎重審議しました結果、会長には工藤淳志委員、副会長に

は佐々木智子委員をお願いしたいと思います。以上でございます。

佐藤支所長 ただいま小笠原委員からご報告あったわけでございますが、会長

には工藤淳志委員、副会長には佐々木智子委員の選任案でございま

す。この案にご意見はありませんか。

異議なし。

佐藤支所長 西仙北地域協議会の会長には工藤淳志委員、副会長には佐々木智

子委員と決定しました。

それでは会長が決まりましたので、条例第９条第４項の規定によ

り、会議の進行につきましては、工藤会長にお願いします。

。 。ここで私の任は解かせていただきます ありがとうございました

堀江地域振興課長 会の進行打合せのため協議会の会議はを暫時休憩といたします。

（ 休 憩 ）

工藤会長 ただいま会長という大役を仰せつかりました工藤でございます。

大仙市が誕生いたしまして、西仙北地域の第１回目の協議会がス

タートいたしました。

先ほど市長さんから協議会の役割などお話がありました。自分た

ちの地域は自分たちが築きあげていく。これが重要なことではない

か。われわれ住民と行政とが一体となって車の両輪としてお互いに

大仙市のために頑張って行かなければならない。住民の役割、行政

の役割、そして行政と住民が一体となって進めなければならないこ

とをこの協議会の場で、理解しながら地域の人たちの意見を出して

頂き、よりよい地域づくりのためにみんなで協議して行かなければ
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ならないと思います。皆様のご協力をいただいてこの重責を努めて

参りたいと存じます。

西仙北地域の一層の発展、さらには大仙市の発展のため、委員の

皆様のご協力をいただいて進めて参りたいと思いますので、どうか

よろしくお願いしまして大変措辞ですがあいさつといたします。

工藤会長 それでは会議を再開します。

議題２、大仙市地域自治区の設置等に関する条例について、並び

に議題３、西仙北地域協議会運営規定につきまして関連があります

ので一括議題とさせていただきます。事務局より説明をお願いしま

す。

地域振興課齋藤 大仙市地域自治区の設置に関する条例及び西仙北地域協議会運営

規定について朗読。

工藤課長 ただいまご説明ありましたけれども、この件につきましてご意見

ご質問ありましたらお願いします。

若松謙三委員 それぞれの地域自治区には協議会があるわけですが、今説明のあ

った西仙北地域協議会運営規定はほかの総合支所との違いか、また

は、西仙北の特徴がありますか。または全部同じか。どこか替えた

地域はないでしょうか。

菅原地域づくり課長 全部同じであります。

工藤会長 ほかにございませんか。

ご意見が無いようですので、本案は原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか。

異議なし

工藤会長 よって西仙北地域協議会運営規定につきましては原案のとおり決

定されました。

。 、工藤会長 次に議題４会議録署名委員の指名を行います 会議録署名委員は

西仙北地域協議会運営規定第７条第２項により、議長が指名するこ

とになっております。よって、阿部一雄委員と五十嵐五郎委員にお

願いいたします。

引き続き議題５、地域協議会の役割について、事務局より説明を

お願いします。
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佐々木次長 会議資料に基づき説明。

工藤会長 ただいま説明ありました件につきましてご質問、ご意見等はあり

ませんか。

質問等が無いようですので、次に議題６、共通事項（ア）大仙市

総合計画及び実施計画についてを議題といたします。

事務局より説明をお願いします。

小松総合政策課長 会議資料に基づき説明。

工藤会長 ただいま説明がありましたが、ご意見、ご質問はありませんか。

佐藤好攻委員 この協議会の役割というものは、その地域に限定された問題だけ

を取り上げて話し合うのか。この地域に限らず市全体の問題につい

てもこの協議会で論議できるのか。この点を一つお願いしたいと思

います。

工藤会長 今質問ありましたがいかがでしょうか。

小松総合政策課長 基本的にはその地域に限られた事業についてということになると

思います。

ただ、市全体の様々な事業に関するご意見は、ご意見としてお伺

いしていくことになりますが、ご協議して頂く部分については、そ

の地域に係わること。現在、西仙北総合支所が管轄する事業や計画

の部分になると思います。

佐藤好攻委員 たとえば、文化行政全般について意見を述べたいとしたとき、こ

の地域だけの問題ではなくなる。この場合はこの地域協議会では論

議の対象外になってしまうのか。

小松総合政策課長 基本的なスタンスはこの地域に係わることですが、大仙市全体の

文化行政だとか、こうあるべきと言うような意見は、当然我々とし

てもお聞きしながら、検討していくことにはなると思います。

個々の事業、ご審議いただく部分とは地域に限定されてくるんで

はないかと思います。

議会という問題もあります。議会というのは市全体のご意見をい

ただく場になります。

この地域協議会の性格としては、地域に限定される部分が当然、

でてくると思います。
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工藤会長 ほかに何かありませんか。

若松謙三委員 関連ですが、会長さん、委員の皆さんにお願いしたいことは、今

いったとおり、事務方にはそうゆう質問をしますと条例、規約に則

った回答になろうかと思います。しかし、私たち委員の立場は地域

住民の声を広く大仙市の行政に生かしていくという立場からします

と、会議そのものでは、行政側から正式に諮問された事項に対して

は意見、要望等を回答すればいいわけでありますが、それ以外の佐

藤委員が申しましたような全体的なことは、西仙北地域協議会の意

見として行政側に答申するべきだと思います。

どうしてもこの協議会が、地域に限定されますと大仙市は広範囲

でありまして、文化的なこと、防災的なこと、福祉ボランティアな

ど隣の地域と足並みをそろえていかなければならないことがありま

す。

まず、当面は地域のことを検討し、近い将来は全体的なことも言

える会にした方がいいと思います。

工藤会長 この地域の事業等の意見は当然ながら、大仙市全体に係るあるい

は隣接の地域との関連についても、この場でご意見をいただきこの

協議会の意見として報告していくということのようです。

小松総合政策課長 当然そのようになると思います。地域の皆さんの意見をまとめる

のがこの協議会の役目だと思っております。

工藤会長 ほかにご意見ありませんか。

栗林市長 最初の協議会ですので、はっきり言って私どもも自信を持って説

明しきれてない点があります。協議会をやりながら工夫を凝らして

いきたいと思っております。それぞれ、全国的にもこの協議会のや

り方がいろいろあるようです。先進事例はなかなか無いと申しまし

たが、おもしろいと申しますか、前向きな取り組みをして成果を上

げているところもあるようです。良い例を取り入れ協議会を活発に

していかなければならないので、いろいろ工夫してみたいと思いま

す。

ただいま話がありました文化の問題だとか、いろんな事業でも西

仙北協議会発で、たとえば西側のブロックで一緒にやれないかだと

かいろいろ出てくるのではないか。これが全市的にやれないかなど

も出てくるのではないかと思います。

もしかすれば、地域協議会の代表の皆さんで、連絡協議会みたい

なものをやらなければならないかもしれません。
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地域協議会は、一方的に諮問事項だけを答申するということでは

なく、若松さんほか委員の皆さんが考えていらっしゃるのは、そう

ゆうものにこだわらないで、西仙北地区でなんかできないか、こう

ゆうことをやるべきでないかだとか自由に議論して頂いて、結構だ

と思います。そういう課題をきっちりと総合支所で受け止めて、予

算化しなければならないものは、予算化していくという考え方にな

ると思います。

２回目以降、我々もいろいろ材料をお持ちして、活発な協議会に

なるよう工夫してみたいと思います。

若松謙三委員 総合発展計画の実施計画について説明があったわけですが、それ

について一つ、小松課長さんに私が言うまででもありませんが、計

、 、画の中の根底の中に こういうふうに考えて計画実施して頂きたい

と言うことを要望の形でお願いしておきます。

、 。 、大仙市として ８市町村が同じく手をとり合併しました しかし

地域間にはいろいろな問題がありまして、いち早く一体となるよう

なことが必要だと常々認識しております。合併の時の基本構想のな

かに、当然、大仙市がいち早く一体となるような形の計画は盛られ

ておりますが、境界は広範囲に、広域的になりましたが、施策はど

うしても狭い範囲で考えなければならない。ここ何年かの間は４，

５年大仙市が一つになるための一つの方法として、確かに大仙市全

体のことを考えて施策を行っていくということは、最も基本ですけ

れども、地域住民の方々のいろいろな不安、合併に対する心配を考

えますと、施策についてはある程度、狭い範囲での考え方も必要で

ないかと考えます。というのは中心部より周辺部のことを少し考え

ていただいた施策を、建設計画の中に当然取り入れていくでしょう

けれども、そのことを根本に入れておいていただいて総合発展計画

を進めて頂きたいと思います。

工藤会長 ほかにありませんか。

なければ次の西仙北自治区のにおける重点事業についてを議題と

いたします。

事務局よりご説明お願いします。

佐藤総合支所長 資料に基づき説明。

工藤会長 ただいま説明ありました西仙北自治区のにおける重点事業につい

て何かご意見、ご質問ありませんか。

阿部一雄委員 先ほど佐藤委員からありましたが、私たちは今日のような会議の
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模様を住民に伝える。あるいは市民が抱えている問題をこの場に持

。 。ってくる と言うような役目を果たしていきたいと思っております

あわせてハードな面のほかに教育文化の問題、あるいは保健衛生

の問題、社会福祉の問題などソフト面における住民のニーズもある

と思う。このようなことを話し合える場があればいいなあと要望し

ておきます。

市長さんは市民感覚で市政を進めて行きたい、と言うことをおっ

しゃいました。私が教育事務所に勤務していた時、市長さんは雨の

日は傘を差して、雪の降る日はオーバーを羽織って歩いて登庁して

いるのを見ました。栗林市長さんは市民の目線で進めていくという

姿がそこにあるのかなと思いました。市民の目線に立ってこの会議

を進めていきたいと思っております。

伊藤智子委員 事業の内容を見まして、予算のかかる重点事業というのを改めて

見たのですが、たとえばこの中に住民が問題視しているのがいくつ

入っているのかなと思ったんですが、黒森山の道路が広くなったと

いうところで、どれだけの住民が便利になったと思うのか。

私の生活の範囲は、子育ての範囲しかありませんが、通学路に歩

道すらない所があるというのに、こんな大きな道路に予算が配分さ

れているのを見まして、この後どのように意見を述べて行けば良い

のかわかりませんけど、これ以外に実施の中で本当に最重要とされ

るような問題は、どのようにピックアップして頂けるのかというと

ころが、かなり不安に思えてきたんですが、そのところはいかがで

しょうか。

佐藤支所長 伊藤委員からの意見ですが、おっしゃるとおりのご意見も伺って

おります。ただ、このほかにも事業があるわけでありまして、この

場で今後十分お聞きしながら予算、あるいは事業に反映していきた

いと、私ども考えておりますので、よろしくお願いいたします。

工藤会長 それでは、西仙北地域における重点事業はこれでいいですか。次

に移ります。

その他に入ります。事務局よりありませんか。

堀江地域振興課長 次回協議会の開催日程等についてご説明いたします。

平成１７年度の西仙北地域協議会は来年３月まで、今回も含めて

６回の協議会を予定しております。

２回目の開催日程につきましては、９月下旬を目処に皆様方と連

絡を取りながら日程調整をさせて頂きたいと思っております。

それ以降の開催につきましては、２回目の会議の動向を見ながら
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決めさせて頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。私の方

からは以上です。

若松謙三委員 地域協議会の内容を地域住民への報告、お知らせは行政側として

はどのようにお考えでしょうか。たとえば今日の協議会について広

報でお知らせするとか、地域協議会の委員をお知らせするとか、そ

のようなことは考えているでしょうか。

堀江地域振興課長 私の方からお答えいたします。

そのことにつきましては、広報等を利用しながら住民の方々にお

知らせするような形を検討しております。

若松謙三委員 合併して以来、地域住民の方々といろいろと大仙市のことでお話

し合いしますと、今度、西仙北地域協議会が発足するが、この中で

どんなことが話し合われるのだろうと興味を持っている方が非常に

おります。

それと同時に、私たちは委員の立場で地域住民の方々と話し合っ

て、住民の要望を知ってこの会議に臨まなければならない立場にあ

りますので、きめ細かに地域住民の方にお知らせして頂くようにお

願いしたい。

これが地域住民の方が行政側に関心を持って、いろいろな意見を

言うということが、最大の行政に対するチェック機関になろうかと

。 。思います そうすれば自ずと行政の節約にも将来はつながってくる

、 。ですので どうか地域住民への報告は是非して頂きたいと思います

それからもう一つ、総合支所長にお伺いしたいんですが、総合支

所には新しい体制になりまして、予算執行の権限がつけられている

と思いますけれども、基準と言いますか、物品であれば何十万以上

の場合は本庁の決裁が必要だとか、何万円以下だと総合支所で決裁

ができるだとかの基準はありますか。差し支えなければお知らせ願

います。

どうしてかというと、小規模の発注権を総合支所に残してもらわ

ないと、総合支所というのは地域の中心ですので、地元業者の育成

と言うことをある程度考えてもらわないと、何でもかんでも一緒に

なったからといって、本庁の方で全部決裁しないといけないという

ことになると、地元の業者育成という問題もあり、それらも考えて

頂きたい。大仙市一本になりましたので、平等で一体化になったと

言うことは考えなければいけませんし、また、今までの既得権、約

束事で地域の方々が行政からお世話になっていることはありますけ

れども、合併の趣旨からいうとかけ離れていることを言ってるよう

ですが、逆に一体化を目指すのであれば、暫定的な処置で地域のこ
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とも考えてほしい。

佐藤支所長 若松さんのご質問ですが、総合支所長に与えられている権限とい

うものはあります。たとえば、工事については１千万円以下、物品

については３百万以下などの場合、総合支所長の権限があります。

それで若松さんの言っていることは、私たちも総合支所の中にい

れば予算そのものは総体的に何十億とありますが、市民からの対応

が即決できるような予算がほしいものだと思っております。

、 。今までですと 予算が決まっている場合は伺いを立てて実施する

予算がなければ補正まで待ってもらう。ということですので、その

ような面を来年度以降何とかしてもらいたいと言うことで、お願い

したいと思っております。

栗林市長 いま、総合支所長がお話ししましたが、合併初年度と言うことで

こういう問題を抱えてのスタートとなっております。この地域協議

会がある意味では、ポイントを握っているのではないかと思ってお

ります。地域協議会の中で様々な福祉の問題だとか、もう少し身近

なものは、自分たちも動くから総合支所の判断でできないかという

ようなことも出てくるのではないかと思います。様々な課題に即応

。できるような総合支所としての予算枠みたいなもの設けていきたい

つかみで予算を１千万円という訳にもいきませんので、動く裏付け

だとか、考え方の裏付けをここで作っていただき、総合支所の支所

、 、長権限をもってもらい 報告は市長にすればいい訳でありますので

そのような枠を設けて行きたいと言う考え方で、特に地域協議会の

様々な協議を期待しているところであります。来年度予算にそうい

う考え方を反映したいと考えておりますので、よろしくお願いしま

す。

佐々木智子委員 小さいことで大変申し訳ないですが、先ほど事務局の方から次回

以降の開催予定についてお話しがありましたけれども、できました

ら、たとえば、毎月第何週の何曜日というような形で予定日を組ん

でいただければありがたいと思います。

それから今日は第１回目の協議会と言うことで、たくさんの事務

局の方も出席しておりますが、先ほど市長さんのお話の中で全国的

におもしろいやり方等が見られるということでしたので、これから

の協議会の中で井の中の蛙であってはいけないので、他のところで

こういうことがあると言うようなことをお知らせいただけるような

方の出席をお願いして、私どもにいろいろご指導とか情報提供して

いただければ非常にありがたいと思います。



- 11 -

堀江地域振興課長 次回の開催につきましては、９月下旬と申し上げましたが、時間

外の時もありますし、土日を利用する場合もありますので、皆様か

、ら聞きながら皆様が多く出席できるよう調整したいと思いますので

よろしくお願いします。

工藤会長 他にございませんか。

無いようですので、本日の協議会は終わりたいと思います。

長時間にわたりまして大変ご協力ありがとうございました。おか

げ様で第１回目の地域協議会を無事終えることができました。心か

ら感謝申し上げます。大変ありがとうございました。これで終わり

ます。


